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１１月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、ただいまから 11 月定例教育委員会を開催いたします。 

 本日の会議録署名委員に村本委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、本日は、御喜田委員より欠席届が出ております。 

 

【中山教育長】  それでは、 10 月臨時教育委員会会議録の承認について審議いたします。

委員の皆様、この件に関しまして何か質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】  全委員異議なしと認めます。よって、 10 月臨時会会議録について承認

と決しました。 

 

【中山教育長】  続きまして、 10 月定例教育委員会会議録の承認について審議いたしま

す。委員の皆様、この件に関しまして質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】  全委員異議なしと認めます。よって、 10 月定例会会議録について承認

と決しました。 

 

【中山教育長】 続きまして、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

 

 

 

開 催 年 月 日  平成３０年１１月２２日（木） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

中 山 教育長 

木 下 教育長職務代理者  

村 本 委員 

水 野 委員 

出 席 職 員 

 

吉川副教育長・尾谷教育総務部長・田中生涯学習担当部長・今岡学

校教育部長・高橋教育総務部次長兼総務人事課長・万代教育総務部

次長・山本学校教育部次長・南生涯学習スポーツ課長・谷八尾図書

館長・渞文化財課長・大木学務給食課長・仁科指導課長・塚本教育

センター所長・森人権教育課長・西村教育政策課長補佐  
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（教育長報告） 

10 月 22 日（月） 

10 月 23 日（火） 

10 月 24 日（水） 

10 月 25 日（木） 

10 月 26 日（金） 

10 月 28 日（日） 

 

10 月 29 日（月） 

10 月 30 日（火） 

 

 

10 月 31 日（水） 

11 月２日（金） 

11 月３日（土） 

 

 

11 月４日（日） 

11 月５日（月） 

11 月６日（火） 

 

11 月７日（水） 

11 月８日（木） 

11 月 10 日（土） 

11 月 11 日（日） 

 

11 月 15 日（木） 

 

 

11 月 16 日（金） 

 

11 月 17 日（土） 

 

11 月 19 日（月） 

11 月 20 日（火） 

定例教育委員会 

八尾市ＰＴＡ協議会役員との懇談 

９月市議会定例会本会議（第５日） 

平成 30 年度近畿都市教育長協議会研究協議会 

平成 30 年度近畿都市教育長協議会研究協議会 

八尾市制施行 70 周年記念事業 ｢由義寺跡｣国史跡指定記念シンポジ

ウム 

平成 30 年度大阪府市町村教育委員会研修会 

ベルビュー市教育視察団教育長表敬訪問 

平成 30 年度中河内・南河内地区社会教育研究協議会 

「保健体育」授業づくり研修 

八尾をきれいにする絵画コンクール表彰式 

部長会 

平成 30 年文化の日表彰式典 

八尾市制施行 70 周年記念「やお童謡・唱歌まつり」 

第 45 回山畑区文化祭 

八尾小学校区 市制 70 周年記念企画・講演会 

平成 30 年度｢少年を守る日｣・｢家庭の日｣に駅前街頭啓発運動  

臨時教育委員会 

八尾市立高安小学校・中学校 公開研究発表会 

第 14 回大阪府中学校道徳教育研究発表会（中河内大会）全体会 

平成 30 年度大阪府都市教育長協議会 秋季研修会 

人権作品発表会 

第６回「伝えよう！家族のきずな  いのちのつながり」心のキャッ

チボール作品表彰式 

定例教育委員協議会 

第 66 回女性フェスティバル 2018 

八尾市立北山本小学校文部科学省人権教育研究指定発表会 

ひゅーまんフェスタ 2018 オープニングセレモニー 

大阪府都市教育長協議会 予算要望説明会 

第 37 回民族文化フェスティバル「ウリカラゲモイム」 

家庭教育を考える市民集会 

校長会 

平成 30 年度「中学生・高校生の税の作文」表彰式 

 

【中山教育長】 今回は、教育委員の皆様にも数多くの行事にご参加いただきました。私

が把握しております分を報告させていただきますので、皆様から一言ずつ感想をいただけ

たらと思っております。よろしくお願いします。 

 まず、10 月 28 日には、文化会館小ホールで開催された｢由義寺跡｣国史跡指定記念シン
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ポジウムに、木下教育長職務代理者とともに参加させていただきました。 

 まず、木下教育長職務代理者、これに関しましていかがでしたでしょうか。 

 

【木下教育長職務代理者】 この記念シンポジウムには、午後から参加しました。里中満

智子さんのお話と、それとパネルディスカッションという形で、由義寺発見に関わる、い

ろんな話をお聞きしました。里中さんは、非常に想像力も豊かに由義寺の意義を話してく

ださって、市民の皆様に由義寺の価値をお伝えくださったと思います。 

 あと、パネルディスカッションに関しては、それぞれプロの立場から由義寺をどのよう

に保存、維持していくのが八尾市にとっていいことなのか、あるいは歴史的に意味あるこ

となのかというお話をいただいて、市民の方々にこの由義寺のことをアピールできたのが

よかったと思います。 

 会場は、歴史関係のボランティアの方が熱心に会場運営も手伝ってくださっていて、日

ごろの活動が出ていてよかったなと思いました。私も楽しませていただきました。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 次に、10 月 29 日の午後には、大阪市内で開催されました大阪府市町村教育委員会研修

会に、木下教育長職務代理者、それから村本委員とともに参加させていただきました。 

 この日はプログラミング教育について、私たちも研修を受けることになりましたが、  

村本委員、いかがでしたでしょうか。 

 

【村本委員】 ただいま教育長からお話がありましたように、私と木下委員で大阪府市町

村教育委員会研修会に行ってまいりました。 

 講演の内容は、小学校でのプログラミング教育、これから何をするべきなのかというお

話を、大阪教育大学情報処理センターの尾崎拓郎先生からお聞きしました。プログラミン

グ教育といいますと、私の行っている「ものづくり」にも非常にかかわりが深いので、大

変興味を持って聞かせていただきました。小学校で教える内容といろんな工作機械を動か

す工場における「ものづくり」の現場で使いますプログラミングとの関連性というのが完

全には理解できておりませんが、これから子どもたちが、授業で興味を持ってもらうこと

が大事かなと思いました。それが将来の「ものづくり」やその他のプログラミングにつな

がってくるのかなという感じで話を聞いておりました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 木下委員、いかがですか。 

 

【木下教育長職務代理者】 同じような感想ですが、尾崎先生は大学で情報処理等をされ

ているので、非常に専門的ですね。小学校でやる個々の技術的なところ、それにはこうい

うプログラムがあるよ、こういうふうにできるよと教えてもらいましたが、今、なぜ小学

校でこれが要るのか、それから中学校へ行ったらどうなるのかという、プログラム教育を

やる意義等々についてお話が聞けたらよかったなという感想は持ちました。 
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【中山教育長】 ありがとうございます。 

 具体的に教材等、こういうのがあってこんなふうに使うっていう話が主流でしたので、

確かに、なぜ今プログラミング教育かというあたりを府内全域の教育委員の皆様、知りた

かったのではなかったかなと思います。 

 続きまして、 11 月３日の祝日、本当に早朝より皆様にお集まりいただいたんですけれ

ども、文化会館小ホールで開催されました文化の日表彰の式典に全員で出席していただき

ました。壇上より、晴れ晴れしい受賞者のお顔を拝見することができたんですけれども、

この件に関しまして、皆様いかがでしょうか。 

 

【水野委員】 子どもたちが、非常に高い成果というか、一生懸命頑張っている姿を見ら

れたのでよかったと思います。 

 あと、個人的にセカンドキャリアでね、学校で活躍をされている方がいて、私もセカン

ドキャリア何しようかなと思って、壇上から見ておりましたけど、いろんな意味で刺激に

なりました。ありがとうございました。 

 

【中山教育長】 ありがとうございました。 

 いかがでしたか、村本委員。 

 

【村本委員】 去年も今年も出席させていただいて、八尾にはこういう人達がおられるの

かというのがわかりました。昨年でしたか、受賞された俳優の青木崇高さんについては、

テレビ、映画等で活躍されているみたいで、大河ドラマにも出演されていますけれども、

演技が非常にうまくて、家族でその演技を楽しませていただいています。八尾からどんど

ん立派ないい仕事をされる方が出てこられることがいい励みになるのではないかなと思っ

て、出席させていただいておりました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 木下委員、いかがですか。 

 

【木下教育長職務代理者】 表彰式に出席しまして、若い方たちがいろいろ頑張っておら

れることがよくわかりました。今月の市政だよりにも、式典で表彰された一般の方や子ど

もたちのお名前が一覧で掲載されておりましたが、がんばる八尾っ子という形でも写真が

載っていたのを見て、ああ、この子たちだったなと思いました。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 八尾の方が各方面で活躍されていますので、村本委員おっしゃったように、いろんなと

ころでお会いすることもあるかと思いますが、今後も応援をよろしくお願いします。 

 11 月６日には臨時教育委員会に引き続き、高安小学校と高安中学校の公開研究発表に

木下職務代理者、村本委員、水野委員ともに参加させていただきました。これについても

感想をいただけたらと思いますので、お願いします。 
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【水野委員】 小学校６年生と中１の算数と数学が隣り合わせでやっていたということで、

非常に視覚的におもしろかったです。中学校になると、負の数の比例について学ぶわけで

すよね。小学校６年生は正の数ということで、具体物を使ってタイマーではかって、水槽

にどのぐらい水が入るかっていうことが小学校６年生の学びで、中学校になると、課題を

使って抽象度をぐっと上げていくということでした。これがすごくよかったなと思いまし

た。 

 １つだけ言うとすると、もちろん先生方一生懸命やっておられたんですけど、最後の中

学校の振り返りで、気づいたことを話し合いましょうというところが、なかなか難しいで

すね。仮説を自分たちで考えて、わかったことを話し合って発表するとなると、何となく

前の人と同じですみたいな感じになってしまって、対話的で深い学びに持っていくにはど

うしたらいいのかなとは思いました。ただ、子どもたちのディスカッションを聞いている

と結構いいことを言っているんですね。小６と中１の授業をああやってやると、もしかし

たらすごくいい展開が今後あるのかなと思って、非常に大きな可能性を感じました。 

  

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 他の委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

【木下教育長職務代理者】 高安小・中学校は、算数、数学と英語と体育の公開がありま

したが、時間の関係で、体育は見られなくて非常に残念でしたが、算数、数学と英語を見

させていただきました。小中が同じ単元ですね、算数は比例と反比例で、英語は「 What 

time do you～？」の構文を使って、小学校と中学校という形で、その連携の形が見られ

る形で発表をしてくださったので、日常的に頑張っておられるんだなということがわかり

ました。私としては、小中の連携が非常にとりにくい他の教科、それもぜひ見せていただ

きたかったなと思っています。理科とか社会です。ぜひ今度はよろしくお願いします。 

 

【村本委員】 私も英語と数学の授業を見学させていただいたんですけれども、大勢の先

生とそれとスタッフも加わりまして、大変楽しい雰囲気の中で授業されていたのが印象に

残っています。私たちが子どものころ、前を真っすぐ見ていないと先生からすぐ怒られる

というようなことがありましたけれども、そういう雰囲気ではなく、本当に楽しい雰囲気

を先生及びスタッフの方で醸し出しておられ、これは本当に身につくんじゃないかなとい

うよい印象を受けて帰ってまいりました。 

 

【中山教育長】 本当にありがとうございます。 

 次の日の 11 月７日は、これは教育委員の皆様ではなくて私が参加させていただいたん

ですけれども、大阪府の中学校の道徳教育研究発表会がありまして、中河内大会でしたの

で、八尾も成法中学校が全クラス道徳を公開して、午後から全体会がプリズムホールで開

かれたんですが、八尾の 15 中学校が協力して、特別の教科道徳になっていく道徳につい

て、研究を重ねてくださっていて、成法中学校の公開授業の発表も本当に先生方努力して、

積み重ねておられるというのが見えました。 

 また、来年から教科として中学校でも展開されますので、様子を見ていきたいなと改め
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て思いました。 

次に、11 月 15 日、定例教育委員協議会が午前中あったんですが、その後引き続き、村

本委員には北山本小学校の研究発表会に参加いただきました。 

 村本委員、いかがでしたか。 

 

【村本委員】  15 日午後から、北山本小学校でありました研究発表会に行ってきました。

この研究発表会は、文部科学省が人権教育研究指定校事業として開催されまして、研究主

題が「ちがいを豊かさにした集団づくり」ということで、行われておりました。 

 北山本小学校全児童による合唱に始まりまして、公開授業を見学させていただきました。

北山本小学校は約 30％が外国にルーツがある児童だということで、私は日本語指導とい

う授業を中心に見させていただきました。お父さん、お母さんが外国の方ということで、

自宅では母国語で話すことが多い子どもに教えておられまして、ほとんどしゃべれない子

もおるわけで、その子たちに日本語を、家に帰ったら両親とは母国語で話さないといけな

いということで、それと児童が将来母国に帰ったときに困らないようにということで、母

国語もまぜて教えているというのが、日本って本当に親切なすごくいい国だなと思いなが

ら、見させていただきました。他の授業もありましたけども、児童が熱心に勉強している

姿と、指導されている先生方のわかりやすいお話に感銘を受けて、帰ってまいりました。 

  

 

【中山教育長】 次に、11 月 21 日の午後、昨日ですね、大阪市中央公会堂で開催されま

した平成 30 年市町村教育委員会研究協議会に、水野委員にご参加いただきました。 

 水野委員、いかがでしたか。 

 

【水野委員】 文部科学省から初等中等教育課長が来られていて、なかなか生で話は聞け

ないんですが、新学習指導要領の話等がありました。その後、鳴門教育大学大学院の久我

教授から話があったんですが、昨日の話はもうほとんどが働き方改革についてでした。文

部科学省の話もそうでした。例えば小学校が 33％、中学校が 57％過労死ラインを超えて

いるという現状、管理職は小学校 62％、中学校 57％ということで、特に管理職の教頭先

生が大変という話がありました。教員の勤務時間が大体 11 時間 15 分が小学校で、11 時

間 32 分が中学校ですけど、大体 30 分ぐらいずつ小中で増えているということで、生徒指

導に１日１時間使っています。私は、生徒指導が専門なので、いろいろと考えさせられま

した。 

 文部科学省と久我教授の話に続いて、岡山県と大阪市の話がありましたが、現場の教員

には実は働き方改革に反対する人が結構いるということにまずびっくりしました。働き方

改革のプロジェクトをおろして、ますます忙しくなるって怒られるみたいなことを、文部

科学省の働き方改革の専門調査官という方が、教員から言われるそうです。 

 岡山県では、例えばお祭りでの中学校の先生の生徒指導を廃止しているんですね。そう

いった役割を地域にどうやって投げていくか。思ったのは、地域とかなり連携していない

といけないということです。アクティブシニアという方たちがいて、そういう人たちをど

うやって学校に取り込んでいくかということですね。また、旅費の計算とか、これからＡ
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Ｉでそういう仕事も変わっていくので、事務職員のみなさんがコーディネーター的な役割

にというような話もございました。半日でしたけれども、結構刺激を受けてきました。 

 また、ボードをつくってそこに帰る時間を、朝、自分の名前のところに、マグネットで

貼って、自分は今日６時に出ますってすると、だらだらしないといった話で、「だらだら

すると効率がよくないので」といった話がありました。あと保護者対応がすごくしんどい

んですってアンケートを、例えば保護者の方に見せたら、そんなに大変だったんですかみ

たいな話もあって、働き方改革のワーキンググループに保護者の方に入っていただいて、

当事者意識でやっていくというコミュニティースクールの方向で、これから学校が変わっ

ていくなということに国の本気度を感じました。 

最後に、北海道の教員採用試験の倍率が 1.3 倍、新潟も 1.3 倍で、これ今、中央教育審

議会もやっていますけれど、本当に教員のなり手がなくなってくるということが見えてき

ているなか、家庭できちんとご飯を食べられて、余暇として読書もできて映画も見られる

教員にするということをおっしゃっていましたので、働き方について本当に考えていかな

いといけないということを、私自身も反省して帰ってまいりました。 

  

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 本当に私たちも真剣に取り組んでいかなければならない、今一番大きな課題と思います

ので、よろしくお願いします。 

 水野委員、この後お話しいただきたいのが、13 日と、今月あと 27 日にも控えているん

ですけど、総合計画の審議会の部会に代表してご参加いただいているので、そのあたり事

務局にもお知らせいただいたらと思います。 

 

【水野委員】 八尾市ではいろんな施策に取り組んでおられますが、今年度は第５次総合

計画の総括ということで、各施策で定めた指標と実施された内容によって星１つから３つ

で評価されています。 

施策の狭い範囲の取り組みについて、その指標をとってしまうと、どうしても星１つの

評価になってしまうこともあり、指標をどうやって組み合わせていくかということも考え

ていかないといけないなということを強く思いました。 

部会の後半は観光について議論し、八尾市を訪れる外国人の数については、いろんな企

業と連携しながら情報を取っていても、カウントがなかなか難しいということもわかりま

した。27 日は、多分観光について、市の魅力をどうやって向上していくかという話にも

なると思います。企業の方も来られていて、非常におもしろかったです。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 引き続き審議会、どうかよろしくお願いします。 

 私の報告の中の 11 月８日の大阪府都市教育長協議会の秋季研修会なんですけれども、

これは府内 31 市の教育長による協議会の秋の研修会で、八尾市が今年当番市ということ

で開催させていただいたんですけれども、その際に八尾市教育委員会の取り組みをお伝え

させていただくとともに、村本委員にも、「ものづくりのまち八尾」ということで、かな

りＰＲしていただきました。府内各市の教育長の皆様に、八尾市の教育行政の取り組みと、
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「ものづくりのまち八尾」、それから「史跡のまち八尾」をアピールする絶好の機会とな

りました。村本委員には、「ものづくり」という点で工場見学までさせていただきまして、

ありがとうございました。その後、私、各市の教育長の皆様に会う機会がありますが、本

当に村本先生のところで見せていただいたものに感動したということを、口をそろえて言

ってくださいます。事務局ともども、この場をかりてお礼を再度申し上げます。本当にあ

りがとうございます。 

 村本委員から、何かこの件でございますでしょうか。 

 

【村本委員】 まず、研修会の視察先として選んでいただきましてありがとうございまし

た。今、「ものづくり」の工場では顧客ニーズに合わせるために、非常に多品種になって

きており、少量多品種という言葉をよく言われますけども、私の工場では、１つの製品で

種類が多いのではなく、いろんな製品を少しずつ、またいろんな種類をつくるということ

で、少量多品種ではなく、少量多品目生産というのをやっているということを説明させて

いただきました。 

 その後、工場を案内させていただいたんですけれども、来られた教育長の皆様は 25 名

で、随行の方を含めると 30 数名だったと思うんですけれども、私と社長である息子とで

２班に分かれて案内させていただきました。先ほど申し上げましたように、いろんなもの

をつくっておりますので、同じ機械がずらっと並んでいるのではなく、いろんな機械があ

りまして、大体、金属加工であれば、どんなことでもできるという体制をとっており、順

番に材料からでき上がるまでを説明させていただきました。私どもでは毎年、用和小学校

の３年生の工場見学を受け入れているんですけれども、子どもたち、挨拶とかしていると

きは、余り興味がなさそうな顔をしているんですけれども、現場に案内すると目が輝いて

きて、おじさんこれ何とか、どうするのなどいろいろ質問受けるんですけれども、教育長

の皆様も、現場に行って説明して回っていますと、だんだん目が輝いてきまして、途中で

もいろいろ質問を受けましたし、予定時刻を過ぎるほど、大変熱心に見ていただきました。 

 その際、少し話させていただいたんですけれども、日本が世界トップクラスの工業立国

であり続けるように、先生方にも頑張っていただきたいなと思っておりまして、私たちに

とっても大変有意義な時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。 

 

【中山教育長】 こちらこそありがとうございました。 

 村本委員の工場では、学校にある備品であったり、それから教材教具になるものであっ

たり、地球儀なども１枚１枚、職人さんが大変丁寧に張っておられる姿も見させていただ

いて、本当に皆様感動しておられました。これから教育長の皆様で、理科教育をはじめ、

キャリア教育等を各市で広げていってくださると思いますが、日頃、子どもたちが使って

いる教材教具が精魂込めてつくっていただいているんだということを、改めて知ることが

できました。本当にありがとうございました。 

 今日は時間がありましたので、詳しく報告いただいたんですが、教育委員の皆様には多

岐にわたってご活動いただいていますので、こんな機会にと思ってお話いただきました。

本当にありがとうございました。 

 それでは、以上の報告につきまして何か質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。 
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 それでは、次に進ませていただきます。 

 

{報告事項} 

 

【中山教育長】  報告事項に移らせていただきますが、事務局から何かありませんか。 

教育委員の皆様、何かございませんでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、11 月の定例教育委員会を終了いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


